


【麻疹とは】
　麻疹は、春から初夏に流行する麻疹ウイルス感染による病気です。感染経路は、空気感染、

飛沫感染、接触感染など様々ですが、同じ空間にいるだけで感染する、というくらいに、非常

に強い感染力を持つことが特徴です。そして、重篤な合併症も麻疹の特徴といえるでしょう。

 ＜潜伏期＞10～12日

 ＜症　状＞熱、咳・鼻水、目やに、眼球結膜充血、発疹

 ＜合併症＞中耳炎、肺炎、脳炎など

（前列）左から臼井医師、中島小児科部長、古井医師
（後列）小児科外来スタッフ

　昨年の夏、麻疹感染者が大型施設でのイベントに参加していたことや、関西空港内での集

団感染が大きく報道されました。最近は、大々的な報道はありませんが、大きな流行はなく

ても、現在も、海外由来の麻疹ウイルスによる麻疹の発生が報告されています。患者数は、0

～1歳、20～30歳代に発症のピークがあり、ちょうど小児科を受診するお子さんとその保護者

の方に相当する年齢だと思います。

　15歳未満（中学生まで）のお子さんの感冒、肺

炎や胃腸炎などの感染症、気管支喘息発作などをは

じめとした様々な内科的疾患の診察と治療を行なっ

ています。外来治療で症状が改善しない場合や重症

度によっては入院での治療も行なっています。

　また、専門外来を開設し、定期的な診察や検査が

必要なお子さん、長期間の治療を必要とするお子さ

んなど、慢性的な疾患の診療を行なっています。よ

り専門的な診療や治療が必要な場合には、自治医科

大学とちぎ子ども医療センターをはじめとした高次

医療機関と連携して診療します。

　今年４月より常勤医師３名体制となり、外来、入

院、小児輪番にと、より一層力を入れて参ります。

【治療は？】
　麻疹そのものに対する治療法はありません。かからないように予防するしかありません

が、手洗い・うがいだけでは予防できず、ワクチンが最も有効な予防法とされています。

【ワクチン】
　麻疹風疹混合ワクチン（MRワクチン）として、2回の定期接種に

なっています。1回目は1歳、2回目は小学校入学前の1年間です。2

回を確実に接種しましょう。特に抗体を持たない1歳のお子さんは、

1歳のお誕生日を迎えたら、早めにワクチンを接種しましょう。ま

た、この時期に受けられなかった方でも、任意接種で接種すること

ができます。できるだけ2回の接種を受けて、麻疹をしっかり予防し

ましょう。

小児科外来

小児科診察室より　
（中島尚美小児科部長著）

話題の感染症
～麻疹～
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胸の痛みや息切れは、早めの対
応が必要なことが多くありま
す。症状のある時は、早めに受
診して下さい。
(出身地）福井県
(趣　味）ドライブ、スポーツ

内視鏡、エコーをはじめ、消化
器・肝胆膵の病気を主体に皆様
の力添えできればと思います。
よろしくお願いいたします。
(出身地）山形県
(趣　味）映画、音楽鑑賞、サイクリング

腎臓内科、透析を中心に、皆様
のお力になれるよう頑張ります
ので、よろしくお願いいたしま
す。
(出身地）東京都
(趣　味）読書、映画鑑賞

はじめまして。本年度から、勤務させて
いただいております。地域の小児医療に
貢献できるよう、つとめさせていただき
ますので、よろしくお願いいたします。
(出身地）栃木県
(趣　味）料理、生け花

自治医科大学から参りました。
皆様の力になれるよう一生懸命
頑張ります。

(出身地）栃木県
(趣　味）ランニング

主に糖尿病、内分泌疾患の対応を
させて頂きます。安心してご受診
頂けますようがんばります。よろ
しくお願いいたします。
(出身地）茨城県
(趣　味）読書、ショッピング

病気の早期発見と早期予防、そして
健康管理という予防医学の立場から、
皆様のお役に立ちたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
(出身地）神奈川県
(趣　味）読書、ピアノ演奏、ショッピング

自治医科大学小児科から来まし
た。少しでもお役に立てるよう
に頑張ります。よろしくお願い
申し上げます。
(出身地）宮城県
(趣　味）食べること

千葉看護師
（出身地）　秋田県北秋田市
（看護師を志した理由）
　 進路で悩んでいた時に、看護師の母親が
「大変だけど、とてもやりがいのある仕事
だよ」と話をして後押しをしてくれまし
た。

（看護師になった今の心境）
　 覚えることが多くて大変です。でも、少し
ずつ出来ることが増えてきたり、新しい処
置を学んでいくことが楽しいです。

（看護師としての今後の目標や夢）
　 知識も技術もまだまだ未熟なので、患者様
と関わりながら、疾患の知識やそれに応じ
た看護技術を身に付けて、先輩方のような
看護師になりたいです。

飯村看護師
（出身地）　茨城県境町
（看護師を志した理由）
　 看護師の母親の影響。自分が小学生の時に胃
腸炎になり、病院で治療をしてくれた看護師
としての母親の姿が印象的で、いつもと違っ
た姿を見てすごいなと感じました。

（看護師になった今の心境）
　 今は、業務や環境に慣れることに必死で、ま
だ患者様の時間を考えて看護を提供すること
ができないと感じています。そう感じていて
も、患者様から「なかなかできない仕事だ
よ。良い仕事をしているね。」とお言葉をい
ただきました。看護師になり、自分にも自信
がつき成長できる場だと感じています。

（看護師としての今後の目標や夢）
　 20年程、看護師の経験を積んだら、日本の
医療現場だけでなく海外の医療も学んでいき
たいです。

尾花看護師
（出身地）　茨城県古河市
（看護師を志した理由）
　 看護師として働く母親の姿を幼少の頃から見て、憧れを抱き看護師になるこ
　とがずっと夢でした。
（看護師になった今の心境）
　 想像以上に忙しい毎日で、自分でできることはまだまだ少ないのですが、親
　身に指導してくださる先輩方のもと、患者様と関わる時間が増え、やりがいを
　感じ看護師になって良かったと思っています。
（看護師としての今後の目標や夢）
　患者様の思いを大切にし、信頼されるような看護師になりたいです。

内科　横田 克明医師

内科　藤倉 佐和子医師

内科　岡田 麻里医師

小児科　古井 麻衣医師

外科　片野 匠医師

内科　五十嵐 真由子医師

健診センター　遠乗 陽子医師

小児科　臼井 みほ医師

　先輩看護師の指導の下、スキルアップを図りながら日々を送っています！
患者様、ご家族様に心から寄り添い、思いやりのある看護を通して信頼関係を築いていきたいと思います。

点滴の準備をします

データを入力中

薬剤の確認！

つくしの花言葉 

「向上心」「努力」

新任常勤医師紹介

今年の春、看護師になりました
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　皆様に「日本糖尿病療法指導士」のお話をさせていただきます。

日本糖尿病療養指導士の仕事は、糖尿病の患者様の食事の内容や時間、運動、内服や注射の様子を伺って、患者様が自己管

理できるように共に考えていくことです。

　現在は、糖尿病看護認定看護師と共に療養相談を行なっています。相談時は、持参していただいた自己管理ノートを参考

に低血糖の有無や医師の指示通りにインスリン注射が出来ているかなどをお聞きして、”不安や心配なことはないか”、相

談をお受けしています。また、インスリン導入された場合は、インスリンの自己注射指導や自己血糖測定の実技指導を行

なっています。患者様の中には、診察時間に医師へ自宅での様子を十分に伝えることが出来ない方もいるため、診察前にお

話を聞かせていただいています。そして、療養相談時に伺った情報を医師に伝え、患者様が前向きに自己管理に取り組める

よう支援しています。

　糖尿病の治療の基本は、”食事療法、運動療法、薬物療法”です。食事は、毎日の楽しみでもあるので、あれもこれもダ

メと制限されては、闘病意欲が湧かないと思います。しかし、制限を超えて食べ過ぎてしまうと血糖値が高くなってしまい

ます。高血糖の状態が続くと合併症で目が見えにくくなったり、腎臓が悪くなったりしてしまうので、低カロリーの食事や

食材など、自宅で工夫できるよう管理栄養士と連携しながら食事の工夫をお伝えしています。運動療法については、仕事な

　私達、診療放射線技師とは、医師の指示を受け、検査や治療のためにX線などの放射線を人体に照射する医療技術者です。業
務としては、X線写真の撮影やMRI、CT、血管撮影等の検査を行なっております。また、近隣病院からのMRIやCTの検査依頼に
も迅速な予約日程で対応し、フィルムのコピーやCD - Rに放射線画像診断専門医の読影レポートをつけて返信しております。
　当院の主な検査機器はMRI装置、CT装置、乳房撮影装置、Ｘ線透視装置、結石破砕装置等が設置されており、放射線情報管
理システム導入に伴い、従来のフィルム現像での診断からデジタル画像をモニターで診断する方法に変わっています。

　Magnetic Resonance Imagingの頭文字からとられ、日本語では磁気共鳴画像を意味していま
す。磁気（磁石）の力を利用して体の様々な部分を画像化することができます。放射線は使用
していませんので被爆の心配はありません。全ての部位の精密な検査が可能となっています。
また 自治医科大学放射線科と連携して精度の高い画像診断を行なっています。

　Computed Tomographyの略でコンピュータ断層撮影法といわれるものです。X線とコンピュー

タを用いて体の輪切りの写真を作り、体の内部をより細かく調べることができます。全身を約

20秒という速さで撮影可能です。 また心臓血管の検査にも対応できます。

　国の指針で40歳を迎えたら、2年に一度乳がん検診を受けることを勧めております。マンモ

グラフィー検診精度管理委員会認定資格を持つ技師が対応し、患者様と痛みの相談をしなが

ら、安心して検査を受けられる環境を整えております。

　上記のように様々な検査がありますが、質の高い画像を提供するのはもち

ろんのこと、患者様とそのご家族様が安心して検査を受けていただけるよう

に日々安心・安全・精確な放射線検査を心掛けております。

　ご質問等がございましたら、13番放射線科受付まで声をかけてください。

MRI

CT

乳房撮影

血糖検査後、食生活改善について説明

患者様を全力でサポートします！

どで運動の時間がとれない方がいます。そのような場合には、ブドウ糖を持

ち、低血糖に注意しながら適度な散歩を行なえるようようすすめています。院

内での活動は、毎月、医師、管理栄養士、糖尿病認定看護師、糖尿病療養指導

士が集まり、患者様に合ったカンファレンスを実施し、その方にあった治療方

法について話し合っています。また、学会や研修会等にも参加し、新しい知識

を得、療養相談時に適確なアドバイスができるよう心掛けています。

糖尿病療養相談日：木曜日  診療時間内

金曜日  診療時間内

第1.3.5土曜日  診療時間内

* 糖尿病で療養相談をご希望の方は主治医に

　ご相談ください。

日本糖尿病療養指導士からのメッセージ

現代の医療では、病気の検査や治療のために
　放射線が欠かせないものとなっています。

4



AED 講習体脂肪測定

薬が持つ効果を安全に、そして最大限に引き出すには、用法用量を守ることが大切です。
薬の服用時間には、食前、食後、食間、就寝前、頓服（とんぷく）の5種類があります。

お問い合わせ　

　古河赤十字病院　看護部直通

　日本赤十字社理念「苦しんでいる人を救いたいという思いを結集し、いかなる状況下でも、人間のいのちと健康、尊厳を守ります」
という赤十字の使命に基づき、講習を開催しております。是非、下記の内容をご確認の上、お申し込みください。

　日常生活における事故防止や手当ての基本、胸骨圧迫や人工呼吸の方法、AED
（自動体外式除細動器）を用いた除細動、止血の仕方、包帯の使い方、骨折などの
場合の固定、搬送、災害時の心得などについての知識と技術を習得できます。

薬はコップ1杯の水かぬるま湯で飲むのがもっともよいとされます。牛乳は胃をアルカリ性にするため薬の効果を弱めることがあります
し、ジュースは、薬によっては胃における吸収を薄くしてしまいます。また、かぜ薬をアルコールとともに服用すると薬の効果が高まり
すぎて体に悪影響を及ぼしてしまいますし、コーヒーやお茶はカフェインの影響で、薬の中に含まれるカフェインとあいまって興奮して
眠れなくなることがあります。
何かわからないこと、不安なことがあるときには自己判断で服用時間を変えたりせずに、医師・薬剤師に相談しましょう。

　誰もが迎える高齢期を、健やかに生きるために必要な健康増進の知識や高齢者
の支援・自立に向け役立つ介護技術を習得できます。

救急法基礎講習＋救急員養成講習

健康生活支援講習(短期講習)

お薬の上手な
飲み方

日程 時間 会場 定員
10/18(水)・25(水)・11/1(水) 午前9:00～午後4:00 古河赤十字病院 25名

日程 時間 内容 会場 定員
10月17日（火） 午後1:00～午後3:00 初めての介護コース 古河赤十字病院 25名

10月24日（火） 午後1:00～午後2:30 認知症コース 古河赤十字病院 25名

2018年1月19日（金） 午後1:00～午後3:00 災害コース 古河赤十字病院 25名

2018年1月26日（金） 午後1:00～午後3:00 災害コース 古河赤十字病院 25名

【食 前】 食事の30分くらい前
食前は血液の循環も平常で、薬の吸収がよく、血液中へ薬の成分が流れるのが早いとされています。また、
食前は胃がからっぽの状態ですので、直接胃粘膜に接して効果を発揮する薬や、食事前に胃の働きをよくし
て食欲を増す薬、食べ物と一緒でないほうが効果を発揮する薬などに適用されます。

【食 後】 食事の30分くらい後まで
内服薬の多くは食後に服用することをすすめていますが、これは薬の飲み忘れを避けるため、食事と一緒に
習慣として服用することを目的としているためです。また、食後は胃が膨らんだ状態にありますので、胃の
消化を助ける薬や胃もたれの薬、食べ物と一緒に飲んだほうが効果が高い薬などに適用されます。

【食 間】 食後2～3時間
「食間」という言葉から、食事と一緒に服用するイメージがありますが、そうではなく、「食事と食事の間」
という意味なのです。前に食べた食事の消化が済み、次の食事まで時間がありますので、ある意味では食前
に似た時間といえます。したがって、胃粘膜に接して効果を発揮する薬などに適用されます。

【就寝前】 字のごとく、寝る前 寝ている間に効果を発揮する薬や、睡眠を改善する薬、翌朝のお通じをうながす薬などに適用されます。

【頓 服】 必要に応じて飲むこと
あまり聞きなれない言葉ですが、1回飲むと効果が現れる薬を「頓服」と呼んでいます。たとえば、乗り物の
酔い止めや頭痛薬、下痢止めなどです。

★　専門の職員から“講習＆アドバイス”

　「正しい手洗い」「食事や運動療法」「痛みについて」

　「認知症相談」「血圧測定」「体脂肪測定」「食事について」

★　赤十字救急法指導員より“ＡＥＤ講習”

　 「実際に機器に触れて、操作を教えていただけて良かっ

たです。」との声が聞かれました。

★　日本赤十字社災害救護服着用体験＆写真撮影

コース内容

初めての介護コース 初めての介護を学ぶのに適したコースです。
・からだの移動の介助、衣服の交換の方法などが学べます。

認知症コース 認知症の正しい理解、対応について学べるコースです。
・認知症の症状と原因、対応、予防などが学べます。

災害コース 被災された高齢者の避難所生活を支えるために、高齢者の不安を軽減
し、安全と健康を守るための生活支援などを学べるコースです。

☎0280-23-7109
(平日) 午前9時～午後4時30分

赤十字救急法等講習開催のご案内

お薬を飲むタイミングご存知ですか？ 

★イベント開催★2017年5月12日 「看護の日」
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地域の先生方はともに地域の健康を支えてくれる心強いパート
ナー。このコーナーでは日々当院と交流のあるかかりつけの先生
方を紹介します！今回は『酒井医院』を訪問しました。

 いつも、地域医療連携に基づき、紹介患者さんを適切に対応して頂き、大
いに感謝いたしております。今後とも、宜しくお願い致します。

●診療科： 内科、小児科、禁煙専門外来、循環器科、

アレルギー科、リハビリテーション科

●休診日：毎日曜日、祝日、毎水曜日

●院　長：酒井　健太郎

●住　所：古河市諸川430

●電　話：0280-76-0063

 下記科目を診療致しております。特に、禁煙専門外来は、成功率91%と好

成績を収めております。長男は、内科学博士、糖尿病専門医として、大学

で教鞭を執り、次男も神経内科学専攻です。2人とも、間も無く近くに戻り、

診療予定です。

第23号

 「地域医療連携のつどい」
３回目を迎えました。

 平成29年5月31日(水)第3回古河赤十字病院地域医療連携のつどいを開催しました。

 第一部では、当院心臓血管外科部長 坂野康人より「当院における脈管疾患診療」を講

演し、第二部では、各診療科紹介、意見交換会を行ない、日頃お世話になっている医療機

関や福祉関係者の方々との交流をより一層深めることが出来ました。50名以上の多くの

方々に参加していただけたことを、職員一同大変嬉しく存じます。 

 地域医療連携のつどいは今後も開催する予定となっておりますので、ぜひご参加いただ

き、ご意見等お聞かせ下されば幸いです。今後とも古河赤十字病院をどうぞよろしくお願

い申し上げます。

講演会の様子 交流会の様子

古 河 赤 十 字 病 院 地 域 医 療 連 携 室

連携室だより

基本情報

古河赤十字病院へのメッセージ

酒井医院

かかりつけ医紹介かかりつけ医紹介
地域を
結ぼう

地域医療連携室　☎0280-23-7090（直通）
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古河赤十字病院の役割とかかりつけ医との地域連携

かかりつけ医 古河赤十字病院

■紹介状を持参した場合、選定療養費2,500円（2017年7月1日現在）の請求はありません。

　古河赤十字病院では、第２次救急

医療機関、災害拠点病院等の指定、

地域医療支援病院の承認を受け、急

性期医療を中心とし、連携機能を果

たすべき役割が国の方針でも求めら

れています。

　当院では、夜間休日に緊急外来

を受診された初診の患者さんに対

し、診療費とは別に「時間外選定

療養費」をご負担いただく場合が

ございます。

●対象者：夜間・休日に緊急外来

受診を希望される方

　（夜間：午後５時～翌朝午前８時、休日：終日）

●金　額：2,500円（税込）

時間外選定療養費を
導入しています

※緊急・重傷で入院治療を必要とされる

方など、時間外の特別料金の対象とな

らない場合もございます。

※時間外選定療養費はできる限り患者様

に時間内受診を心がけていただき、一

刻を争う緊急重態な患者様を最優先に

診療することを目的として導入された

ものです。

　引き続きご理解・ご協力をお願いいた

します。

● 2017年7・8月当院当番日 ●
7月 ▶ 7日(金) 9日(日) 14日(金) 21日(金) 28日(金)
8月 ▶ 4日(金) 11日(金) 18日(金) 25日(金)

(注)7月9日(日)は、昼間の当番となります。

● 診療時間　午後6時〜午後11時 ●

● 診療時間　午前9時～午後4時 ●

※お薬手帳をお持ちの方はご持参下さい。
 詳細は古河市ホームページをご覧下さい。

「病気かな?」
と思ったら、
まずお近くの
クリニックへ。

診療情報提供書（紹介状）
診療経過観察依頼

紹介・逆紹介を推進しています

小児科救急診療のお知らせ
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2017年7月1日現在 医療機関様へ
（※1）のご紹介は受付ておりませんので
地域医療連携室までご相談ください。

☎0280-23-7090（直通）
（※2）脳神経外科「機能外科」は予約制です。

8：00～11：30（一部科除く）第2・第4土曜日：休院
♦担当医は都合により変更になることがございますのでご了承ください。

診療受付時間

診療科 診療日 月 火 水 木 金 土

一般内科
（もの忘れ外来）

初診
及び予約なし

午前 初診担当医 初診担当医 初診担当医 初診担当医 初診担当医 初診担当医

内
　
　
　
科

循環器内科

再　診
（直接のご予約は

できません）

午前 青木・中山 勝木 ━ 横田（克） 中神ペースメーカー
第４金曜日

午後 2：00 〜

青木

午後 青木・中山 勝木 ━ 横田（克）

消化器・肝臓内科
午前 ━ 大橋 ━ 村山・竹澤 ━ 礒田（肝疾患）

午後 ━ 大橋・藤倉 ━ ━ ━

腎・高血圧科
午前 岡田 浅野 ━ 本間 （※1）三木 ━

午後 ━ 浅野 ━ 本間 （※1）本間

内分泌糖尿病科
午前 ━ ━ ━ ━ 五十嵐 五十嵐

午後 ━ ━ ━ ━ 五十嵐・勢川

呼吸器内科
午前 中澤 白石 ━ ━ 鈴木（恵） ━

午後 ━ ━ 石井（義） 簗瀨 鈴木（恵）

神経内科
（もの忘れ外来）

午前 ━ ━ ━ 片山 手塚 ━

午後 ━ 池口 ━ ━ ━

血液内科
午前 ━ （※1）山本 ━ ━ ━ ━

午後 ━ （※1）山本 ━ ━ （※1）川崎

アレルギーリウマチ科 午前 ━ 本根 （※1）岩本 ━ ━ ━

生活習慣病科
午前 ━ ━ 浅野 浅野 ━ ━

午後 ━ ━ 浅野 ━ ━

外
科

一般外科・消化器・肛門
乳腺・漢方 午前

近藤
森嶋

近藤
近藤

木村（有）
森嶋
片野

木村（有）
片野

近藤
木村（有）

　心臓血管外科
　（足脈管外来）

午前 ━ 坂野 坂野 ━ 高澤 ━

午後 坂野 ━ ━ ━ ━

整
形
外
科

初診　（電話予約なし） 午前 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

再　診 午前 黒田・荒井 黒田（1 週休） 三田 大野・小林 大野

形成外科 午前 ━ ━ 信太 ━ 河野 ━

脳神経外科　　　　　　 午前
篠田
山田

篠田
橋本

（※2）横田（英）
横田（英） 檜垣

山田（1週）
横田（3・5週）

小児科　　　　　　

午前 中島・古井 臼井・自治医大担当医 中島・古井 中島・臼井 中島・古井 中島・古井

午後
予防接種 専門外来

専門外来
乳児健診

担当医 専門外来

＊小坂（小児神経）【第一金曜日午後】注：他院紹介及び当院小児科医師からの紹介のみ

泌
尿
器
科

初診（予約） 午前 安東 遠藤
松崎受付 10：30 迄
斉藤 (1.3.5)/ 小西 (2.4)

中條 遠藤 遠藤

受付 午後0：30～3：30　診察 午後2：00～ 午後 ━ ━ 鷲野 ━ ━

眼
科

電話予約なし 午前
横田（法）
木村（麻）

横田（法）
横田（法）
木村（麻）

十亀
横田（法）

受付 11：00迄
横田（法）

受付 午後0：30～3：30　診察 午後2：30～ 午後 ━ ━ ━ 横田（法） 鈴木（興）
(2・4 週)

ペインクリニック　初診　11：00 迄　（電話予約なし） 午前
加瀬

受付 11：00迄 ━ ━ ━ 加瀬 ━

婦
人
科

（月・水）受付 11：00迄
（金・土）受付 10：30迄

午前
原

受付 11：00迄
━

指田
受付 11：00迄

━
松原

受付 10：30迄
紹介患者様のみ

松原
受付 10：30迄
紹介患者様のみ

（月曜日のみ）午後1：00～3：00 午後 原 ━ ━ ━ ━

皮膚科　　　　 完全予約制 午後 自治医大派遣医師 ━ ━ ━ 自治医大派遣医師

耳鼻咽喉科　　 完全予約制
午前 ━ ━ ━ ━ ━ ━

午後 自治医大派遣医師 ━ ━ 自治医大派遣医師 自治医大派遣医師

緩和ケア科　　 完全予約制 午前 ━ ━ 近藤 ━ ━ ━

予約制

予約可

♦カウンセリング（臨床心理士）月曜日

完全予約制

完全予約制

外来医師勤務一覧表

〒 306-0014　茨城県古河市下山町 1150 番地　
TEL 0280-23-7111 ㈹／ FAX 0280-23-7120 ㈹　ホームページ http://www.koga.jrc.or.jp/
休院日：日曜、祝日、第 2・第 4 土曜日、11/1（創立記念日）、12/29 〜 1/3（年末年始）

（　　　　　　　　　　　　　　　）予約センター（直通）　TEL 0280−23−7117　平日 午前 8：00〜午後 4：00
第１. ３. ５　土曜日 午前 8：00〜午前12：00

当日診療予約受付　10：30 迄

（　　　　　　　　　　　　　　　）認知症疾患 （直通）　TEL 0280−23−7121　平日 午前 8：30〜午後 4：00
　医療センター 第１. ３. ５　土曜日 午前 8：30〜午前11：30

認知症のご相談を、お受けしています。




